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★クラブ会長主題 「も う 一 歩 踏 み 込 ん で 」
●今月の聖句

☆国際会長（IP）
Jennifer Jones(オーストラリア)
主 題： "Building today for a better
tomorrow"
“より良い明日のために今日を築く”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："On the MOVE!!"
“さあ動こう!!”
☆アジア地域会長（日本）
田中 博之（東京多摩みなみ）
主 題："Action!"
“アクション！”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："With Pride and Pleasure"
“誇りと喜びをもって”

神の国は、見える形では来ない。
『ここにある』
『あそこにある』
と言えるものでもない。実に、神の国はあなたがたの間にあ
るのだ。
ルカによる福音書 17 章 20 節〜 21 節

『これからは「サスティナブル」がキーワードに！』
森野

茂

今回の新型コロナウイルスで観光業界は大打撃をうけました。新型コロナ

の前とこれからのアフターコロナでは観光の形が大きく変わると言われてい

ます。
コロナ前のような団体旅行が少なくなり、新しい旅行形態に変わること
になるでしょう。

先日、7泊8日で鹿児島県の奄美大島と加計呂

間島に行ってきました。目的は2021年7月に世
界自然遺産に登録されたこの島の持続可能な観

光地のアドバイザーです。奄美の自然の魅力は

☆西日本区理事（RD）
新山 兼司（京都トップス）
主 題：
「Challenges for the future 未
来への挑戦」
副 題：
「羽ばたこう！２０２２年
ワイズ１００周年に向かって！」

多様性で驚くほどの絶滅危惧種だらけです。
その
島で自然破壊の繰り返し
（森林伐採や希少種の

盗掘）を目のあたりにした現地の自然写真家の

常田さんは「無関心と無理解」が破壊の原因にあ

ると言ってました。理解あるたくさんの人にこの島

☆京都部部長
中村 隆司（京都ウェル）
「人生は一度きり Part2」
〜出会いから全てが始まる〜 』

の自然の凄さと魅力を知ってもらいたい。そして
次世代にこの宝を残し引き継いでいかなければ

ならない。地域社会や環境を守り経済的にも持
続可能な観光地になるように、そんな思いで現地

で提案しました。

11月7日のワイズデーでもウイングのメンバー

が参加してビーチクリーンの活動があるようです。

ほんとに素晴らしく誇りに思います。
DATA OF NOVEMBER
●10月在籍者48名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター
CHARTERED 21.NOV'87
CLUB OFFICE
SANJYO-YANAGINOBANBA
NAKAGYO-KU, KYOTO 604-8030 JAPAN
TEL（075）231-4388 FAX（075）255-2805

第１例会
34名
0名
0名
0名
0名

●10月月間メイキャップ者数
●10月月間出席率

●BFポイント 切手
現金
10月分
●ニコニコ 10月分
●ファンド 10月分

0 pt
0円
0円
0円

１ 1 月の強調テーマ
第２例会
33名
0名
0名
0名
0名
0名

累計
累計
累計
累計

69.75％

0 pt
0円
60,100 円
0円

ASF
YMCAサービス
クラブメンバーとYMCAスタッフの相互理解
と親睦を深めましょう。

そして目的をひとつにしましょう。
河口 裕亮 Y・サユース事業主任
（彦根シャトークラブ）

10月の例会
第１例会
日

時：１０月７日(木)

場

所：YMCA三条本館

１９：００〜

プログラム：メンバースピーチ
緊急事態宣言は解除されたものの段階的な緩和とい
うことで今回も三条YMCAを使ったハイブリッド例会で
した。
プログラムはメンバースピーチで、中村誠司ワイズ、
武村ワイズ、北川ワイズが担当してくださいました。中村
ワイズは、仕事の話と思いきや移動中に海辺で車がス
タックしてしまった話。かなり大変な状況だったみたい
で隣の教室から苦情が来るくらいの熱弁ぶりでした。武
村ワイズは野球談義。背番号を1から順番に語るという
野球ファンかどうかが問われる内容でした。北川さんは
コロナ禍で始まったベランダ農業の話。
とてもキレイな
メロンが出来ているのを写真で見せていただいてびっ
くりしました。
メロンが落ちないようにマスクを支えに使
われていて、
「これが我が家のマスクメロン」
ときちんと
オチまで完璧なスピーチでした。
メンバースピーチは個
性が出て面白いですね。
（天根静也）
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第２例会
日

時：１０月２１日(木)

場

所：YMCA三条本館

１９：００〜

プログラム：メンバースピーチ
１１月第二例会は、第一例会に続いてメンバースピーチを
開催しました。
今回は、入会間もない中西彬ワイズ、
ウイングクラブに取っ
て欠かせない中堅どころ余東達ワイズ、そして今期書紀を務
めておられます山田祐輔ワイズのお三方に語っていただきま
した。
事前にお題を３つほど設定し、お好みのテーマでお話くだ
さい、
とお願いしておりましたが、お三方は、テーマの枠に囚
われず、それぞれ自由奔放に語ってくださいました。
まさにウ
イングクラブメンバーならではのスピーチだったと思います。
トップバッターは、中西彬ワイズです。彬ワイズは亡くなっ
た中西康晴ワイズのご子息です。小さい頃からクリスマス例
会や納涼例会などにも参加され、
ウイングクラブには馴染み
があった彬ワイズは、康晴ワイズが亡くなった後、その跡を継
ぐようにしてウイングクラブに入会されました。康晴ワイズの
が亡くなられた後、家業を引き継がれたことや、康晴ワイズに
代わってお母様と一緒にお昼ごはんを取るようになったこと
など、彬ワイズの誠実で心優しい一面が感じられた素晴らし
いスピーチでした。
二番バッターは、余東達ワイズです。
ブランドショップを経
営されている余ワイズは、
ブランド市場の裏事情をお話してく
ださいました。妻は夫に隠れてブランドバッグを買っている、
という、私自身、以前から薄々気づいていましたが、やはりそう
だったのか、
という衝撃のお話でした。
トリを務めたのは書記の山田祐輔ワイズです。若くしてウイ
ングクラブに入会した山田ワイズは、社会的地位もあり年の
離れたウイングメンバーと接するうちに、なんだか自分が偉く
なったような錯覚に陥り、同世代の友人に対して上から目線
になっていた、
と当時を振り返りました。剣道を嗜む山田ワイ
ズは、若い選手がケガを理由に競技を諦めるようなことがな
いように、
という思いから柔道整復師の資格を取るべく専門
学校に通い、見事資格を取得されたというお話をしてくださ
いました。
今回、お三方には、半ば冗談で、
「笑いあり、涙あり、最後
にほろっと来る話を。
」
とお願いしたのですが、三者三様の「笑
いあり、涙あり、最後にほろっと来る話」を披露してくださいま
した。急なお願いであったにもかかわらず、見事にご対応いた
だいたお三方には心から感謝申し上げます。
（上田敦）

EMC主催 ゴルフコンペ
日

時：１０月１６日(土)

場

所：メイプルヒルズ

YMCA NEWS :

１．YMCA 国際協力募金
お預かりする募金は、新型コロナウィルスに

10月の事業参加
じゃがいもファンド引き取り
日

時：１０月３１日(日)

場

所：京都中央卸売市場

８：００〜

よって、貧困層がより困難な状況になってい
る地域の生活支援をしているインド・ランチ
YMCA（京都YMCAとブラザー関係）などの
支援に用いられます。
＜募金の方法＞
１）ＹＭＣＡ各フロア受付
２）口座振込

郵便振替

01050-7-19132

京都YMCA奉仕活動基金
※通信欄に「国際協力募金」とお書きく
ださい。

２．オータムフェスタ
自然あふれる環境の中、秋の一日を楽しみま
しょう。秋の魅力と味覚が満載。感染対策を
徹底します。ぜひご参加ください。
日

時：11月14日（日）

11:00〜14:00

場

所：京都ＹＭＣＡリトリートセンター

お問合せ：リトリートセンター事務局
TEL：075-255-4709
（当日のみ：0774-24-3838）
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中島 敬泰・あつ子 夫妻 11月5日

Happy Birthday
山内 達也

コロナ渦の中で、お互いのスケジュールを調整し、家内

11月11日

世の中は毎日、毎日がコロナ・コロナでしたが、あっとい

う間に又、一つ歳を取りましたが、
コロナも収束しつつあ
るので、
（第6波が来ませんように・祈り）今年は55歳！
ＧＯ！ＧＯ！と気分一新!!

鞭を打ち直して、充実した一年にする様に頑張ろう！
！
！
新井 康典

11月12日

1982年生まれで11月12日で39歳となりました。
まだまだ

続くコロナ禍で2年前のような忙しさではありませんが、

自分磨きと共に新しい事に挑戦して突破口にして行くつ
もりです。何にせよコロナ完全収束を願うばかりです。
稲垣 有美

11月21日

40代最後の1年！素敵な50代に突入出来るよう1日1日を
大切に過ごしたいです。
佐藤 昌利

と二人で食事に行ったり、散歩をすることが唯一の楽し
みになりました。早くコロナが治まり、皆さんと一緒にお

しゃべりをしたり、食事が出来る日が来ると良いですね。
山内 達也・薫 夫妻

11月15日

17年目これといって変化もなく、夫婦の緊急事態宣言も

なく、幸せな日々を？！もう少しコロナ禍の様子を見つつ、
お互いに大好きな温泉旅行をやっと、行こうと思ってま
す。

石田 賢三・玲子 夫妻

11月23日

時間の余裕が取れる様になり、旅行、釣りと思ってたの
にコロナ、コロナでまったく動けなくなり家で過ごす事

が多くコロナ小太りになりました。嫁さんと居る時間と少

し小言が多くなった嫁さん、それを受け流す考えもつき
ました。金婚式まで後2年、2人で頑張って行こうと思って

います。大谷の活躍を楽しみに元気でいよう。
バースデー・アニバーサリーは、メンバーのみの公開となります。

11月24日

今年、50歳になる節目の年となります。記念に娘とホノ

天根 静也・真奈美 夫妻

延期となりました。最近、同級生と話すのは、
これからの

んの観光客の姿。当時はまさかこんな時代になるなんて

ルルマラソンに出場予定でしたが、残念ながらコロナで

10年はやりたい事をやろう!です。楽しいたいと思います。

11月23日

21年になります。結婚式で思い出すのは、紅葉とたくさ
少しも考えたことがありませんでした。
よく考えると将来

のこともなんてなんとかなるってお互い思っていたから
結婚できたのかなとふと思いました。感謝しかないです
ね。 合掌

Happy Anniversary
西野 健次・希久子 夫妻

河原

11月3日

23年、過ぎました。娘も大学4回と1回になりました。

知広・昌美 夫妻

11月24日

おかげさまで24年目になります。子供2人も成人を迎え、

あの時、なぜ妻と結婚しようと思ったのか記憶が曖昧な

これからは自分達それぞれの判断で動いてもらわなけ

気づいたらあんたと住んでた。
と言ってます。過去の記

でもまだまだこれからもあるので精神面も体力面もしっ

ように、妻への感謝を忘れずに毎日修行⁉してゆきます。

ます。 合掌

今日この頃。認知症なのか？と思ったら、妻は記憶喪失で、
憶がなくても、曖昧でも、今から未来が幸せに過ごせる

4日（木）

第一例会：IBCアワー

19時〜

Ｈ日航プリンセス

7日（日）

ワイズデー

10時〜

神崎海水浴場他

11日（木）

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

14日（日）

リトセンオータムフェスタ

18日（木）

第二例会：ゲストスピーチ

19時〜

烏丸京都ホテル

リトリートセンター

成望館 ふれあいまつり（成望館）
リ・ブラン京都中京バザー（衣笠教会）、京大子ども病棟秋祭り
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かりと気合いを入れて、
またさらに頑張っていこうと思い

11月・12月の予定

11月の予定

※中止

ればと思います。
ちょっとひと段落したかな？
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2日（木）
9日（木）

12月の予定
第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

25日（日）

第二例会：クリスマス例会

18時〜

Ｈ日航プリンセス

※中止

京大病院秋祭り

京大病院

市民クリスマス

三条ＹＭＣＡ

マリアの会クリスマス会

Ｈ日航プリンセス

